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被災地でも 被災地の外でも 

 

            

 

 

 

 

幼い子どもの心のケア 
                 いま親にできること 

こわい どうしよう 
しんぱーい 
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 地震や津波のあとで、お子さんはいかがですか？ なにか気がかりな

様子はありませんか？ 

 震災の直後はなんでもない様子をしていたのに、ライフラインがなん

とかつながり、おとなたちがちょっぴり一息ついたところで、「待って

いました」とばかりに、子どもが“表現”を始めることがあります。 

 

 親から離れられなくなったり、おもらしをしたり、赤ちゃん返りをし

たり。 

 怒りっぽくなって人や物に乱暴したり、親の言うことを聞き分けなく

なったり。 

 夜泣きが始まったり、泣きじゃくりがひどくなったり。 

 妙にはしゃいで落ち着かなくなったり。 

 表情がなくなり、無口になって固まっていたり・・・。 

 

 いま日本中が震災に心を痛めているので、被災地だけでなく日本のあ

ちこちで、幼い子どもが気がかりな様子を見せるようになっているかも

しれません。 

 かけがえのない我が子の気がかりな様子を見ると、「なんとかしてや

らなければ」と、居ても立ってもいられない気持ちになるでしょう。 

 

でも、だいじょうぶ。 

子どもは立ち直るチカラを持っています。  
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 たとえば、地震当日、東京から家族旅行で宮城県に行っていた２歳の

女の子あーちゃん。 

 電車は不通になり、東京に帰るのは無理かと思っていたら、旅先でた

またま知り合った地元の方が、新潟県の鉄道が通っているところまで、

２日がかりで車で送ってくれました。ガソリンが手に入らない状況で、

ご自身が帰宅できないかもしれない危険をかえりみずに。被災地は人を

気遣う気持ちに溢れていて、他にもたくさんの方が、この家族に温かく

接してくれたそうです。 

 お母さんは地震のときから余震が続く夜中まで、２歳のあーちゃんを

しっかり抱きしめていました。あーちゃんはおとなたちのただならぬ気

配から恐怖を感じていたはず。事実、家に帰ってから夜中に、「こわい」

と言って泣くこともありました。 

 それなのに、地震の当日には泣きもせず、真剣な顔をしていました。

そして、帰宅して数日たってから一言、 

「お母さん、グラグラこわかった？ 『早く止まって～』って言ってたね。

あ～ちゃんはこわくなかったよ。お母さんを守ってたの。また守ってあ

げるね」 

と言ったそうです。 

えっへん 
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親と子の心と心がつながっていれば、 

こわいけど、こわくない。 

 

 子どもは、親に守られながら親を守ろうとさえするのです。なんとけ

なげでしょう。 

ですから、キーワードは絆（きずな）。この冊子では、どうすれば親

と子の心のつながりを保ち、強めることができるか、いくつかヒントに

なることをお伝えしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この冊子は、おもに赤ちゃんや幼児を念頭にまとめたものですが、もっと大きく

なった子どもにも参考になることがあるかもしれません。 

※親子の状況によっては、この冊子に書いてあることがあてはまらない場合もあり

ます。あくまでも、自分たち親子にぴったりの心のつながり方を見つけていくた

めのヒントとして役立てていただければと思います。 

※自力でうまくいかないときは、臨床心理士や保健師など、力になってもらえそう

な人を探しましょう。 
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まず抱きしめる 

 

 子どもの表現はどんな表現であっても、元気

な自分を取り戻そうとするその子なりの試みで

す。親子でああだこうだやっていくうちに、やが

て必ず元気を取り戻していきます。 

親としてなにをしてやったらいいのだろう、

とあまり迷うことはありません。「親が一緒にいてあげる」というただ

それだけで、子どもは安心することができるのです。 

 子どもが泣いたり、まとわりついたり、赤ちゃん返りして訴えてきた

ら、「パパやママが一緒にいるから安心だよ」という気持ちを、言葉や

態度で伝えてあげましょう。 

 抱きしめたり手を握ったりして体で触れてあげる

と、安心感が伝わりやすいです。また、ゆったりし

たふんいきで、絵本を読み聞かせたり、歌ったり、

遊んだりして、子どもの心を優しく包みこんであげ

てください。 

 親が忙しくしていたり、落ちこんだりしていると、親の気持ちが自分

に向いているという実感が持てなくなります。そんなとき、「お母さん、

こっちを向いてよ」などと態度や言葉で伝えてきてくれればいいのです

が……。 

子どもによっては、「ひとりでがんばるしかない」と、無理に平気な

ふりをすることがあります。ですから、ふだん以上に意識して、触れ合

いを心がけるといいですね。
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気持ちに耳を傾ける 

 

 親に寄り添ってもらって安心すると、子ど

もは心にたまっていた気持ちを訴え、ストレ

スを吐き出そうとします。それが泣くという

行為です。 

突然わけもなく泣きだすことがあったと

しても、それはごく自然なことです。泣くの

を無理に止めないで、おおらかに、にこやか

に、ヨシヨシとなだめてあげましょう。 

 子どもが「こわいよ」と言ってきたら、「こわくないよ」「へいき、

へいき」などと気持ちを否定してしまわないで、抱きしめたり、手を握

ったりしながら、「そうか、そうか」と認めてやり、「こわかったね」

「心配だね」と共感してあげてください。 

 

どんな気持ちもＯＫ。 

 

親の腕のなかでバタバタと暴れて表現する子どももいるでしょう。少

し大きな子どもは、「震度９！」などと叫びながら、ごっこ遊びの形で

表現したり、絵を描いて表現するかもしれません。 

こういった表現はすべて、元気な自分を取り戻そうとしておこなう行

為ですから、どんな気持ちも、どんな表現のしかたもＯＫです。安心し

て表現できるふんいきを作ってあげましょう。 
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気持ちに寄り添うのは親の仕事。 

立ち直るのは子どもの仕事。 

 

子どもの仕事は子どもに任せましょう。何もかも親がやってあげなく

てはと気負わなくてもいいのです。こうした共同作業をとおして、親子

の絆がますます強くなっていきます。 

 

 

心をこめて伝える 

 

 子どもが訴えてきたとき、「もうだいじょうぶだよ、ママやパパがい

るからね」と安心させてあげることは大事です。でも、「もう絶対に、

地震も津波も来ないからだいじょうぶだよ」とまで請け合うことはでき

ません｡ 

 それよりは、たとえば、「おとながみんなで

知恵を出しあって、地震や津波に備える手立て

を考えるから、まかせておいて」とか、「あれ

ほど大きな地震や津波はたぶん、しばらくは来

ないと思うよ。でも、来たら来たときさ。押し

倒されても、またすっくと立ち上がって生きて

いくんだよ」などと、親の思いのままに伝える

とよいでしょう。 

 幼い子どもでも赤ちゃんでも、親が心をこめて伝える言葉は、おとな

が思っている以上に、理解したり納得したりしてくれるものです。 
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 ですから、子どもを子ども扱いをしないで、ひとりの人間として向き

合って、「いったい何が起こったのか」、とりわけ、「そのことで親と

してどんな気持ちになっているか」を話すようにしたら、すてきな親子

のコミュニケーションを楽しむことができます。 

 親自身がまだ、降りかかったことに圧倒されているときだったら、「悲

しくてたまらない」「どうしていいか分からない」といったご自身の気

持ちを率直に伝えたらいいのです。 

 「お母さんもこわいよ」と率直に気持ちを伝えれば、同じこわい者ど

うしで仲良くなることができます。 

 

 ５歳の女の子。住んでいたのは関東南部でしたが、それなりに激しい

揺れを体験してから、外にも出ず、ママのそばを離れず、食事も喉を通

らなくなりました。子育て相談のスタッフから助言を受けたママが、 

「地震、こわかったねえ」と言うと、「ママ、言わないでよ。思い出し

てこわくなってきたじゃないのよー！」 

「ママだってこわかったのよー」と言うと、「ママにもこわいものがあ

るの？」と尋ねてきました。 

「うん。地震、カミナリ。火事。オヤジ」と答えると、「なに、それ」

と言いながら、ママに体をスリスリしてきました。 

 しばしスリスリ・ゲームを楽しんだあと、赤ちゃんをおんぶで寝かせ

ながら、手作り着せ替えでしばらく遊びました。その午後、女の子は自

分から遊びに出ていきました。 

その夜３９度近く熱を出しましたが、朝になったらママより先に起き

てきて、「ママー！ 熱下がったよ！ ああすっきりした」と元気を取

り戻しました。
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親子遊びによる癒し 

 

 親子で楽しく、時には取っ組み合っ

たりして遊ぶこともまた、ストレスを

発散しながら絆を強める方法の１つで

す。 

 楽しく遊んでいるうちに、「ひとりで

がんばるんだ。泣かないぞ」という無理

ながまんがはずれて、急に泣きだすこ

ともあります。ひと泣きしたあとの子どもは、さらにすっきりした顔に

なることでしょう。 

 

子どもからもらえるものもある。 

 

 夢中で遊んだあとは、親のほうもすっきりとした気持ちになるもの。

子どもの屈託のない笑顔は、不便と不安だらけの現実に差し込む一筋の

光のように感じられることでしょう。親が子どもからもらえる“元気”

もいっぱいあるのです。 

 子どもと遊ぶ、笑顔を見つめる、肌のぬくもりを味わう……。こうし

たことは、どれほど大変な状況に置かれていても人生は苦しいことばか

りではない、ということを思い出させてくれます。互いに親子であるこ

とのありがたさを実感させてもらえるチャンスです。
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お手伝いも大切 

 

 人は誰かの役に立つことで元気

になります。また、何かを成し遂げ

たという自信は、無力感を克服す

るのに役立ちます。それは子ども

も同じです。 

 ほんのちょっと手を貸すだけで

も、ただ親のあとをついていくだ

けのお手伝いでもいいのです。手伝いが終わったら、「手伝ってくれて

ありがとう。おかげで助かったよ」「あの人、喜んでくれたね。よかっ

たね」などと言ってあげてください。 

 

 あるママから聞いた話です。 

 年老いたお母さんがご自身も被災しただけでなく、身内の方が亡くな

ったことを知ってからすっかり元気がなくなってしまいました。東京で

暮らしていたママのところに身を寄せることになったのですが、「頭が

真っ白になってしまったよ」とおっしゃったきり、ぼんやり日々を過ご

していました。 

 娘として母親の元気を取り戻してやりたいと願い、せめて泣くことが

できたらとも思うのですが、昔から弱音を吐かずにがんばってきた気丈

な人なのでそうもいきません。 

 ところが、たまたま、孫の男の子が、「おばあちゃん、すき」と言い

ながらほっぺにチュッとしたら、たちまち涙を流すことができたそうで

す。こんな「お手伝い」もあるのですね。 
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生活のリズムを取り戻す 

 

 地震や津波のショックだけでなく、その後の生活の激変にとまどって

いる子どもも多いはず。「いまは、これが私たちのふだんの暮らしなの

だ」と腹をくくってしまいましょう。 

授乳・おむつ替え・遊び・入浴・睡眠といった生活のリズムが安定し

ていくと、子どもも腰を落ち着けて、「次はこうなるんだよね」という

先の見通しを立てやすくなるので、そのこともまた安心感をもたらす一

つの要素になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＯＳのサインいろいろ 

 

 子どもの不安や緊張が高まったとき、泣いたり甘えたりして、態度や

言葉で表現できると、親も受けとめやすいのですが、子どもによっては

気持ちをすなおに表現できなくなってしまうこともあります。 
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 そんなとき、もてあました不安や緊張が外向きに働くと、落ち着かな

くなったり攻撃的になったりします。内向きに働くと、固まったり、元

気がなくなったりします。それを SOS のサインととらえて受けとめてあ

げると、しだいに心配な様子は消えていくはずです。 

 

 妙にはしゃいで落ち着かなくなった子

どもは、「ちょっと落ち着こうか」と誘っ

て、抱きとめてあげるといいかもしれませ

ん。抱きとめると、「いいよ、ひとりでが

んばるよ」といった感じで、しばらく腕の

なかでもがいたり、泣きだしたりします

が、やがてゆったり落ち着いて身をまかせ

るようになるでしょう。 

 

 乱暴になったり、聞き分け

が悪くなった子は、「ほんとう

は、そんなでたらめな行動は

したくないのに、そうせずに

はいられないんだね」と気持

ちを分かってやります。 

そのうえで、乱暴しようと

する体をしっかり抱きとめた

り、聞き分けられるように手を添えて導いてあげるといいでしょう。 
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 抱きとめようとする手を振り切っ

て、逃げだそうとする子どもをわざと

逃がして、「こら、まて」と追いかけ

るというのも１つの手です。楽しい追

いかけっこになって、笑いのうちにす

っきり落ち着いてしまいます。また、

追いかけられても振り切って逃げの

びるという体験は、災難を避けられなかった無力感を克服するのに役立

ちます。 

 

 表情が暗くなって無口になり、抱っ

こしてあげても体を硬くしたままの子

もいます。何度か優しく抱きしめてあ

げて「一緒にいるよ」と伝えていくうち

に、自然と気持ちがほどけてくるでし

ょう。 

あるいは、頃合いを見て、体をチョン

チョンと指でつついたりしてちょっか

いをかけると、身をよじって「やめてよ」のしぐさをしているうちに互

いの心がつながって、泣いたり甘えたりができるようになって落ち着き

ます。 

 

 明るくけなげにふるまってはいるものの、気を張りつめてがんばりす

ぎている子もいます。そんな子にはときどき、「ありがとうね」「助か
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るよ」とねぎらいながら、遊びや息抜きに誘って休みを取らせてあげた

いですね。がんばって笑顔でいるよ

りも、遠慮せずにホンネの不安が出

せるほうが、むしろ無理なくがんば

れます。 

 

 

 

 

子のためにも親自身の心のケアを 

 

 子どもは根っからの親思いなので、親が元気がないと、そのことが心

配になって、子どもも元気がなくなります。子どものためにも、自分の

ためにも、あなた自身を大切にいたわってあげてください。 

 家や親しい人を亡くした悲しみ、遣り場のない怒り、崩れ落ちそうに

なる無力感、底の知れない不安といった気持ちがあることに気づいたら、

その気持ちの一つ一つに対して、「そういう気持ちになるよね」と声を

かけてあげてください。子どもに共感して

あげるときのように。 

 子どもの前ではこわがったり泣いたり

してはいけない、と必死にこらえてしまい

がちですが、無理をして子どもに元気な様

子を見せることはありません。おとなだっ



- 15 - 

て、泣いたり、弱音を吐いたり、ぐちをこぼすことによって、元気を取

り戻します。不安でたまらないときには、気持ちを聴いてもらったり、

誰かに抱きしめてもらったりしましょう。 

 あるがままの気持ちで、子どもとつながっていればいいのです。その

ほうが、おとなも子どもも、自然な回復力が働きやすくなります。 

 

 

みんなで応援してね 

 

 子どもが泣いたり騒いだりすると、どうしても気兼ねしてしまいます

よね。周囲の人たちが、「泣いていいんだよ」「そうだ、そうだ。その

調子」といった感じで、温かく見守ってくださったらいいですね。 

 

親と子の絆を支えるのは人と人の絆。 

 

でも、幼い子どもが周囲の人たちの心をなごませることもたくさんあ

る は ず です。ど

う ぞ 胸 を張り、

自 信 を 持 っ て

子 育 て を し て

く だ さ い。 
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この冊子は、東日本大震災が起きてからのち、被災地の内外で子育てに 

不安 を感じている親御さんが急増していることから、「ふだん子育て相談 

をしている自分たちにできることはないだろうか」という思いで作成した 

ものです。 お読みいただいて何かひとつでもお役に立てれば、と願って 

います。       

 

下記のどちらかのホームページからも無料でダウンロードができます。 

http://dakkohou.com/ 

http://picari.jp/ 

もちろんこの冊子をそのままコピーしていただいてもかまいません。 
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